
t! 5 0avast! 5.0
新製品ガイド新製品ガイド



目次

よ
new! avast! サンドボックス(Sandbox) 

avast!へようこそ！
avast!はコミュニティをベースにて開発
レイヤー別による保護
無料アンチウィルス：妥協を必要としない無料製品

( )
コマンドライン スキャン機能
アップデート

avast! インタ ネットセキュリティ： シンプルで統合的なプレミアム保護

avast! 無料アンチウィルス 5.0の新規、追加機能⼀覧
new! アンチウィルス及びスパイウェアエンジン
new! マルチスレッドデザイン

avast! インターネットセキュリティ： シンプルで統合的なプレミアム保護

new! サイレントファイアウォール
new! アンチスパムフィルター

new! マルチスレッドデザイン
new! コードエミュレーター
new! ヒューリスティックエンジン
new! Intelの最新Core i7 プロセッサーに最適化

! リアルタイムル トキ ト保護機能

avast! 製品別⽐較

サポートポリシー
new! リアルタイムルートキット保護機能
new! ファイルシステムシールド
new! メールシールド
new! 潜在している不要、悪性プログラム発⾒機能

ALWIL Softwareについて

連絡先
new! 強⼒なアップデート機能

avast! 無料アンチウィルス：お客様を⾃由にしてくれます！
new! ユーザーインターフェース

連絡先

improved! サイレント/ゲームモード
new! 起動時の⾃動ウィルススキャン
new with avast! free antivirus スケジューリングスキャン

avast! Pro アンチウィルス： カスタマイズ保護

improved! スクリプトシールド

2avast! 5.0 新製品ガイド I 目次



avast!へようこそ
avast!へようこそ － 世界で最も⼈気のある有名なアンチウィルスソフトウェア。a ast ようこそ 世界で最も⼈気のある有名なアンチウィルスソフトウェア。

avast!は現在、単純な理由から世界で1億以上の登録されたユーザーを保有しています：その理由はその性能と機能から満⾜し、友⼈や職場の同僚に⼝伝されてきて1
億以上のユーザーが利⽤するようになりました。

1988年に遡って、avast!はより素早く、より信頼性のあるアンチウィルスソフトウェアをコンピューターオタク集団の評判により開発されました。主な利⽤ユーザ
ーはシステムリソースが低く、アンチウィルス製品を購⼊しようとしない顧客ばかりでした。しかし、VirusBulletinやAV Comparativeのような評価期間から⾼い評
価を得て、世界的なITプロフェッショナル製品のavast!が誕⽣しました。

avast!は世界的に有名なCNET.COMから⾼いダウンロードを記録し、avast!を利⽤したユーザーからそのニュースが職場の同僚や友⼈に広がっています。

ほとんどの68%がavast!というブランドと選んで、avast!を使うことを勧めています。その結果：ユーザーはavast!に満⾜している。－利⽤者のほとんどはコンピュ
ーターオタクや初⼼者、専⾨家まで⾄ります。

VirusBulletin ( 2010年1⽉）及びAV Comparative（2009年11⽉）で単独で⾏った性能テストに合格し、アンチウィルス及びアンチスパイウェアエンジンが正確性
とスピードが業界のリーダーとして⽴証されました すべてのavast!のエンジン プロバイダーモジュールはマルウェアのようなウィルスからユーザーを確実に保護とスピードが業界のリーダーとして⽴証されました。すべてのavast!のエンジン、プロバイダーモジュールはマルウェアのようなウィルスからユーザーを確実に保護
してくれます。

新しい価格となったアンチウィルス Pro及びインターネットセキュリティ製品は⾃⼰防衛機能、Sandbox処理の仮想か及びサイレントファイアウォール機能から最⾼
の保護機能を提供します。avast! 無⽤アンチウィルス製品で提供されるリアルタイムルートキット保護機能は他社では無料で提供されません。

こういうメリットはavast!を利⽤いただくことで得られます：まずは無料で体験してください。
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avast! はコミュニティをベースにして開発

avast!は独⾃のコミュニティーを運営、競争要素を切り離しました。⼀部の競争製品の

レイヤー別による保護機能

avast!プロバイダーはマルチレイヤーコンピューターセキュリティ機能を提供しており

場合、製品の購⼊時に製品の費⽤を購⼊しなければ受けられないサポートプログラムを
avast!ではどのコミュニティーを活性化させて、購⼊前に、評価版利⽤中でもコミュニ
ティーに参加できて利⽤に関する様々な情報が得られます。
そのため、どのようなマーケッティング計画よりも利⽤中、まだ利⽤してないユーザー

、署名の認識やヒューリスティック分析などのそれぞれのテクノロジーを加えてavast!
を利⽤するユーザーに優れた保護機能を提供します。

がコミュニティーに参加して拡散していることがavast! マーケッティングに寄与してい
ます。
ユーザーフォーラム [http://forum.avast.com]は1⽇100,000⼈が訪問するavast! 利
⽤者フォーラムです。基本的にほとんどのavast!の利⽤に関する質問、返答はユーザー
間で⾃発的に運理されています。こういうユーザー、コミュニティーの努⼒はセルフサ
ービスであるFAQを参照することやツール及びメールサポートなど効率的で迅速にサポ
ートが可能な結果につながっています。
avast!のコミュニティーは貴重な技術的なメリットを⾃社のメンバーにより、巨⼤な1
億以上のユ ザ コミ テ のIQが重要な基盤情報とな てオンラインからの様々な億以上のユーザーコミュニティのIQが重要な基盤情報となってオンラインからの様々な
脅威に対する情報を素早く確保できます。ウィルス研究所ではこのavast! コミュニティ
ーから得られたデータから特定のウィルスの拡散、悪性プログラムとして疑わしいファ
イルの活動のサンプル収集、悪性コードセンサーなど詳細な分析を⾏います。アップデ
ート時に利⽤されるウィルスパタンの定義はこういったavast! コミュニティーから得らート時に利⽤されるウィルスパタンの定義はこういったavast! コミュニティーから得ら
れたデータに基づいて配布されるようになります。
avast!がのコミュニティーから得られるメリット：より強⼒な無料アンチウィルス製品
として公開されます。そして、利⽤中のユーザーから提供される情報、⾼みゅにティー
での活動はavast!をより良い製品として開発可能な最も効果的にウィルスの脅威からユでの活動はavast!をより良い製品として開発可能な最も効果的にウィルスの脅威からユ
ーザーを保護するツールとなっています。

コンピューターに侵⼊するウィルスの2つの主要経路はWebサイトを経由した新たな感
染源となります。インターネットを経由して発⽣するウィルスの80%が電⼦メール、
Webサーフィンから発⽣しています 各攻撃 侵⼊経路はそれぞれ別の防衛戦略が必要Webサーフィンから発⽣しています。各攻撃、侵⼊経路はそれぞれ別の防衛戦略が必要
となり、avast!は個別のレイヤーを設けた保護技術を提供しております。

4avast! 5.0 新製品ガイド I avast! はコミュニティをベースにして開発 I レイヤー別による保護機能



avast!の最初のレイヤーはユーザーがインターネットを利⽤してWebサイトを訪問した
際に攻撃媒介感染をブロックすることです。感染源があるWebサイト、これらのWebサ
イト情報を集めた⼤規模のデータベースを参照して収集されたWebサイトのブラックリ

観察した後、起動中の動作シールドからのブロック、マルウェアの疑いがあるシステムな
どを変更などの動作です。

ストであるかを確認してブロックを⾏います。

Community IQ – 早期警報システムの動作シールド機能に基づいてavast!は疑わしいサ
ンプルフィードやウィルス研究所の分析データを根拠にして感染症がある検出中のWeb
サイトからダウン ドされる前に ザ ウ ルス対策及びスパイウ ア対策 ン

新しく開発された「Sandbox」、有料のavast!製品に追加された機能です。疑わしいファ
イルをテストするために仮想マシンを作成します。たとえマルウェアに感染された過去以
前の保護レイヤーやどのようにダメージからSandboxの任意のマシンに隔離します。

サイレントファイアウォ ルはインタ ネットセキ リティ製品に限 て利⽤することがサイトからダウンロードされる前にユーザーのウィルス対策及びスパイウェア対策エン
ジンによってサイトにアクセスして感染症を起こす可能性を停⽌させます。すべての
Webサイトの85%が悪意のあるコードが組み込まれて主なWebサイトの感染源となっ
ているのが現状です。

サイレントファイアウォールはインターネットセキュリティ製品に限って利⽤することが
可能で、インターネット経由で侵⼊してくるインバウンドやアウトバウンドのトラフィッ
クやマルウェアから⾃社のWebサイト/ホストへの被害を制限、防⽌してくれます。

マルウェアを最も効果的に防ぐ⽅法は外側にあります ひとつのavast! インターネットセ

もし、不適切なサイトの負荷を管理しているのであれば、次の防衛先は感染したコード
をその負荷から停⽌させることです。Webシールドとヒューリスティック分析機能から
ウィルスを検出することができます。マルウェアに感染される前に対策を⾏って、その
結果に基づいてウィルス診断します。また、有料製品に搭載されているスクリプトシー

マルウェアを最も効果的に防ぐ⽅法は外側にあります。ひとつのavast! インタ ネットセ
キュリティ製品で100%保護機能を利⽤することができます。avast!をプロバイダー⾏き
とマルチレイヤー機能を利⽤することで、信頼セキュリティが実現できます。

結果に基づいてウィルス診断します。また、有料製品に搭載されているスクリプトシ
ルド機能はOSに保存されているWebスクリプトから実⾏されるスクリプトをブロック
します。電⼦メールを経由したウィルス、マルウェアの攻撃を防御するためのメールシ
ールドがあります。

すべてのavast!製品に搭載されているメールシールドは送受信されるマルウェアが含ま
れているメールをチェックを⾏い、プレミアムスパムフィルター機能が搭載されている
インターネットセキュリティ製品はすべてのスパムメールの98%以上をシャットアウト
してその保護機能を強化します。マルウェアの共通の感染源―それはメールボックスか
らです。

⼀度発⽣したマルウェアはWebまたはペイロードを配置しており、電⼦メールの実⾏か
ら停⽌までの防衛にシフトします。ファイルシステムシールドやヒューリスティックエ
ンジンからは異常な動作、監視を⾏ってプログラムのスタートアップや個別のファイル
を診断します。著名の検出はすべての数学的表現を識別して診断します。
マルウェアのファイルはウィルス対策保護の伝統的な柱です。ペイロードが発⽣してい
る間だけ実⾏を効果的に防ぐ重要な要素です。
並⾏し 他 保護レ ル 作業 ルウ が急速に悪性 ド 変異を⾏ た際は並⾏して他の保護レベルの作業、マルウェアが急速に悪性コードへの変異を⾏った際は
ユーザーの署名の識別のみに依存します。
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avast!はマルチレイヤーから侵⼊される多くのマルウェアからユーザーを保護します。現

avast! 無料アンチウィルス：妥協する必要のない無料製品

avast!は以前の4.8バージョンが既に信頼の1億以上のユーザーを達成しており、そのシ

avast! 無料アンチウィルス 5.0に新規及び追加された機能一覧

在は無料アンチウィルス製品をご利⽤のお客様のパソコンにダメージを与える潜在的なマ
ルウェアをブロック、停⽌させるためにより強化、追加機能をプログラムに統合させてい
ます。

ンプルで利⽤しやすいavast!製品は友⼈や職場の同僚とその性能と便利さを話しをした
りします。今は新しくバージョンアップされたavast! 5.0 無料アンチウィルスを友⼈や
友達に勧めてもそれ以上の理由があります！

new! アンチウィルス及びスパイウェアエンジン

新しいavast! 5.0は⾼速で、幅広くお役様に提供するために設計されて迅速で確実な保
護。新しいウィルスパタンやスパイウェアの対策エンジンを搭載して、メモリ使⽤率が
少なくて済む優れた保護機能を提供しています。
ウィルススキャンをするための時間や業務状態を削らなくても済むように簡単で起動時

悪意のあるソフトウェアや他の脅威やウィルス、スパイウェアに対する信頼性の⾼い保護
機能が保証された最先端テクノロジー保有しています。新しいエンジンとして設計され、
ユーザーのコンピューターをダウンタイム発⽣させずに堅牢な保護を提供します。また、
システムから要求するメモリ使⽤率を既存の製品から半分まで削減しています。ウィルス

間が早くなりました。ウィルススキャン中は前は離れがちでしたが、これからはコンピ
ューターから離れる必要がありません。

これらのavast!の機能をみるとavast!の選択は明確です。他社製品では有料でありなが
ら必要な機能を最低限に提供す バ ジ ダウ がありますが はウ ル や

スキャンを⾏ってその結果が報告されるまでの時間が40%短縮されており、これまでの機
能を包括的に反映しています。まず1番⽬、電⼦的に署名されている信頼できる発⾏元の
ソフトウェアの情報はスキャンを⾏いません。2番⽬はavast!がコンピューターのファイ
ルスキャンしてそれを再度スキャンしない限り、変更されている内容を覚えます。

ら必要な機能を最低限に提供するバージョンダウンがありますが、avast!はウィルスや
スパイウェアの対策昨⽇を全製品に同様なエンジンを使っています。無料の製品でも有
料製品と同様なエンジンを搭載し、他社では有料のリアルタイムアンチルートキット保
護機能を無料アンチウィルスでは提供しております。さらに⼀部の競合他社の有料製品
では提供されない機能です 無料のアンチウィルス その名は⾃由に利⽤できる意味を

3番⽬は会社で利⽤する50,000以上の安全で証明されたアプリケーションを独⾃のホワイ
トリストとして保持します。このリストはウィルススキャン時にウィルススキャン時間を
短縮するために活⽤されます。

new! マルチスレッドデザインでは提供されない機能です。無料のアンチウィルス、その名は⾃由に利⽤できる意味を
含んでいます。そしてavast!のWebサイト上で簡単にダウンロードできます。これから
ずっとコンピューターのウィルス感染を防ぎ、マルウェアを削除して安全に維持して⾏
くためです。しかし、必要とする機能は限られており、Webサーフィンや電⼦メールを
基本的に多く使うことでこれらを保護する機能が要求されます。avast! 無料アンチウィ

avast!のユニークな新しいマルチスレッドはその設計がそれぞれの個別のファイルスキャ
ンすることが可能です。多くのスレッド間で分割して処理するのではなく、プロセスはす
べて利⽤可能なCPUプロセッサーを利⽤して処理します。それでコアの⾼速化を実現する
ことができます マルチスレッドのメリットは⼤規模なファイルをスキャンする際に 過基本的に多く使うことでこれらを保護する機能が要求されます。avast! 無料アンチウィ

ルスは家庭及び⾮商⽤ユーザーに限定されていますので最低限のウィルス対策を必要と
する家庭などでは費⽤と⼿間をかけずに有料製品と同様な性能を持つアンチウィルス製
品がご利⽤いただけます。

ことができます。マルチスレッドのメリットは⼤規模なファイルをスキャンする際に、過
去はシングルコアに割り当てて処理を⾏いました。しかし、ウィルスじゃ通常のレイヤー
内に保存されているアーカイブファイル探知を欺くためには、マルチスレッドの設計より
マルウェアの検出をより効果的にサポート可能となりました。

数年間、ユーザー基盤を拡⼤して信頼を得て、成⻑しています。avast!がその信頼と成
⻑からご利⽤のお客様を保護します。より新しくなったavast! 無料アンチウィルス 5.0
はより以前と⽐べてユーザーが使いやすく、より強⼒な保護機能の提供からその満⾜度
が得られると信じています。

new! コードエミュレーター

avast!では新しいコードエミュレーターを利⽤することができます。疑わしい実⾏可能な
コードが発⾒されると、どちらかオンデマンドやアクセススキャンを⾏い、それをエミュ
レートする隔離された機能です ⼀般的にオンデマンドやアクセススキャンの両⽅を展開レ トする隔離された機能です。 般的にオンデマンドやアクセススキャンの両⽅を展開
するためのヒューリスティックエンジンのエミュレーション⽅法となります。
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new! ヒュリスティックエンジン

新しくなったヒューリスティックエンジンはマルウェアを積極的に検知する伝統的な定義 さらに、新しいデバイスやメモリスティック、USBポータブルデバイスなどが接続される
です。ヒューリスティックエンジンは完全な検出を⾏うためにバイナリ(実⾏ファイル)や
マルウェアスクリプトの両⽅を検知を⾏います。ヒューリスティックによる検出の潜在的
な動作を検証、プログラムは起動する前に認識されたウィルス署名を探すことで実⾏され
ます。

ようになるたびに⾃動的にスキャンが実⾏されます。

avast!を利⽤するユーザーはヒューリスティック感動の様々なレベルのスキャナーから誤
判定を最⼩限におさせるために別途設定を⾏うことができます。

new! Intelの最新Core i7 プロセッサーに最適化

avast!に重要な要素であるスキャニングエンジンはIntel i7のハードウェアで有効なスピー
ド増加を活⽤するために未調整されました。パフォーマンスに不満を持っていたユーザー
はゲームの利⽤を含めて⼗分な処理スピードを体験できるます。

new! リアルタイムルートキット保護new! リアルタイムル トキット保護
ルートキットとはシステムにインストールするプログラムで、⾃分⾃⾝やプロセス、サー
ビスやレジストリキーを隠し、表に表れません。 ルートキットは家庭、企業のネットワー
クやスタンドアローンのコンピュータに対して重要なセキュリティーの危険要因となりま
す。 またルートキットは通常発⾒して除去することが困難なことで有名です。 ルート
キット⾃⾝は通常ウイルスやその他の型のマルウェア感染によってインストールされるの
で、コンピュータのユーザーはコンピュータに最新のアンチウイルス/アンチスパイウェア
をインストールし稼働させることが⼤切です。 avast! のアンチウイルスがそのようなシ
ステムといえるでしょう。

new! メールシールド

業界で⼀番の GMER 技術に基づいて、avast! はルートキット感染を発⾒するために稼動
しているシステムをスキャンすることができます。 ブートディスクは必要ありません。
ルートキットが発⾒された場合は、まずはそれを無効にしてコンピュータの稼動に影響さ
せることなく除去します。 avast! アンチウイルスはルートキットから保護し続けるため

メールシールドは送受信するメールに含まれている悪性コードやウィルスをスキャンする
機能です。avast!のメールシールドはMS-Outlook、よく使われるメールクライアントソ
フトウェアに互換する特別なプラグインを提供します。メールシールドは⾃動で暗号化さ
れたメール設定を検知する新しい機能が搭載されています。もし、Googleのような暗号化

に、⾃動的に更新するウイルスデータベースを保持しています。 されたメールを受信する際にメールシールドはメールクライアントの設定を暗号化に対応
する設定に変更することをアナウンスします。

new! ファイルシステムシールド

ファイルシステムシールド(旧製品では標準シールドと呼ばれました)はすべてのプログラ
ムの起動やコンピューターに存在しているファイルを開いたり 閉じたるするすべての活
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ムの起動やコンピューターに存在しているファイルを開いたり、閉じたるするすべての活
動を監視します。シールドの改訂により、キャッシュシステムが根本的に以前の4.8バー
ジョンよりも⾼速化されました。
avast! 5.0 新製品ガイド I 無料アンチウィルス5.0に追加された機能一覧



avast!のイノベーション。それは無料アンチウィルスを念頭にしてーよりユーザーの簡単

new! 潜在している不要な、悪性プログラム発⾒機能

avast!はリモート管理ツールや広告性キーロガーのようなPUPs(潜在している不要な悪性

avast! 無料アンチウィルス：あなたを自由にしてくれます。

な⽣活が作れる？というかシンプルな⼼構えです。⽇々増加しているコンピューターを安
全に、また簡単にインターネット接続を明確にしてくれます。ユーザーがもしavast!の機
能を理解していない場合は、avast!をインストールするだけで今までのコンピューターの
安全性レベルの低さが確認でき、より⾼い確率でユーザーを保護してくれるということを

プログラム)を発⾒することができます。カスタムルール設定を⾏うことでユーザーは簡単
にどのようなプログラムを許可するかを定義することができます。

new! 強⼒なアップデート機能

理解することになります。avast!の技術的な背景としてはより専⾨的な機能を求める以前
に、よりユーザーが簡単に利⽤できるユーザーインターフェースにあります。また、
avast!はユーザーの経験を参考にして深夜にウィルススキャンを⾏ったり、ゲームをする
際に様々な防御ツールをインストールしたりする時間の⼿間と無駄な作業を無くして結果

バージョン5.0では“⾃動的にその場”でウィルスデータベースの定義や検出⽅法をすぐに
更新を⾏うことができ、PCを起動時に発⽣する延⻑や停滞を防ぐためのアップデートを提
供します。通常、アンチウィルスプログラムは⼤規模、さらに⼤きい規模のデータベース
ファイルの更新や増分を⼩さくしてデータベースの展開を軽く、素早く配布できないかと

的には誰にとっても安全なアンチウィルスソフトウェアとなりました。いう問題を抱えています。avast! 5.0 プロバイダーの圧縮された更新プログラムはデータ
ベースの規模や包容⼒を必要とせずにバックグラウンドで⾃動更新を⾏って本質的にユー
ザーが気がつかない間に更新が完了されます。avast! アンチウィルス プロバイダーは4時
間毎にアップデートを⾃動で受信するプリセットが設定されていてアンチウィルスのアッ

new! ユーザーインターフェース
avast!は旧バージョンのGUIとは違う5つのより魅⼒的な新しいユーザーインターフェー
スを備えています。新しいインターフェースにはコンピューターをどのように保護してい
るかを表⽰するグラフィカルチャ トやコンテキストに依存されるヘルプメニ が含まプデートに⾯倒がなく、⾃由にお使いできます。 るかを表⽰するグラフィカルチャートやコンテキストに依存されるヘルプメニューが含ま
れています。ユーザーはシンプルになったユーザーインターフェースプログラム機能の制
御や構成をより効率的に⾏うことができます。
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avast! Pro アンチウィルス 5.0はコンピューターのセキュリティプログラムを組み合わせ

avast! Proアンチウィルス：カスタマイズ保護improved! サイレント/ゲームモード

サイレント/ゲームモードプロバイダーは完全にPCを保護しながら、ゲームする際に発⽣
て変更して運営したい個⼈及び会社に合わせて設計されました。ユーザーはavas! Pro ア
ンチウィルスで提供するアンチぅリス及びインターネット保護構成要素を利⽤することと
同時に⾃宅や会社のコンピューターで既存のファイアウォールプログラムを利⽤しようと
します。avast! Pro アンチウィルスはavast! 無料アンチウィルスと⽐べて2つの主な保護

するイライラ感をカットします。avast! 5.0ではゲームをする際に発⽣するシステム要件
の減少をなくし、⾼速の最適なパフォーマンス、オンアクセススキャナー及び強⼒なアッ
プデート機能をすべて利⽤しながらゲームを楽しむことができます。ゲームをするために
アンチウィルスの保護機能を停⽌するなどの必要がありません。また、ゲームの集中でき

プロバイダーを追加で提供します。スクリプトエンジンはインターネットサーフィンをす
る間により安全な保護を保障してくれます。サンドボックスは安全な仮想環境で疑わしい
プログラムをユーザーが直接スキャンして利⽤できるようにしてくれます。

ないようにするウィルス検知の警告のポップアップや警告⾳を鳴らすことなく、完全にゲ
ームに集中できるようにサイレントモードを実現しました。映画やMS Powerpointなどの
ような全画⾯を利⽤するアプリケーションの起動中でも全く邪魔することがないので、別
途ゲームをするために特殊なソフトウェアを購⼊する費⽤の節約になります。 improved! スクリプトシールド
new! 起動時に⾃動ウィルススキャン

avast!の起動時に⾃動ウィルススキャン機能を利⽤してコンピューターがスリープモード
や休⽌モードの状態でウィルススキャンを⾏うようにスケジュール化することができます
。avast!はコンピューターの起動時に以前のモードに戻ってウィルススキャンを実⾏する

スクリプトシールドエンジンはWebブラウザーが起動する時点から悪性コードや悪性プロ
グラムをブロックするように設計されています。過去は電⼦メールがコンピューターの感
染の主な原因でしたが、今はインターネットがより⼤きな脅威となります。スクリプトシ
ールドはOSで実⾏されるすべてのWSH(Windows Scripting Host)やWHS、または

ための機能が利⽤できます。ユーザーが設定した作業タスクを⼲渉せずに完全なスキャン
されます。

IE(Internet Explorer)で表⽰されるWebページ⼀部で実⾏されるローカル及ぶリモートス
クリプトのすべてをスキャンします。
new! avast!サンドボックス (Sandbox)

avast! プロセス仮想化、avast! “サンドボックス”と呼ばれる機能はユーザーが隔離され
た仮想環境でプログラムを安全に実⾏することができるようにしてコンピュータを潜在的
な脅威から保護してくれます。サンドボックスはWebブラウザー及び関連するプラグイン
を対象とする攻撃から保護するために利⽤されます。この新しい機能は32Bit OSだけでな
く、64Bit OSまで対応しています。
コマンドラインスキャナー

コマンドラインスキャナーはコマンドプロンプトを利⽤して管理者がコンピューターのウ
ィルススキャンや設定スクリプトを実⾏することができます。
アップデート
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new! with avast! Free Antivirus スケジューリングスキャン

avast! 無料アンチウィルス 5.0は有料製品と同様にスケジューリング機能を利⽤してユー
ザーが指定した時間、指定したフォルダー、ファイルのウィルススキャン機能を無料で利

avast! Pro アンチウィルスは毎時間ウィルス定義のアップデートファイルをインターネッ
トからチェックしてダウンロードするようにプリセットされています。

ザ が指定した時間、指定したフォルダ 、ファイルのウィルススキャン機能を無料で利
⽤できます。

avast! 5.0 新製品ガイド I avast! 無料アンチウィルス：あなたを自由にしてくれます。 I avast! Pro アンチウィルス：カスタマイズ保護



ファイアウォールの⾃動決定⽅式は3つの要素を基準としています。まず、avast!は⾃ら
多く世界で使われる約50,000アプリケーションに関する情報を分析して保有しています。
2つ⽬はavast! は有名な⼤⼿のベンダーから提供するアプリケーションからデジタル署名

avast! インターネットセキュリティ：シンプルで統合的なプレミアム保護

avast! インターネットセキュリティ 5.0 プロバイダーは完全なコンピューターセキュ

がある場合、このプログラムから試⾏する接続を識別します。3つ⽬、キーロガープログ
ラムのような新しいPUPを検知して接続を試⾏するプログラムの活動を監視する⾏動防御
のようなavast!他構成要素で提供する情報を内蔵しているファイアウォールと共有します。
こういう3つの評価⽅法によってavast!のファイアウォールは送受信するトラフィックを

リティを提供します。これはインターネットショッピングやインターネットバンキング
などインターネット上で機密データを通じてコンピューター、ネットワークグループ、
特に個⼈情報、財務データの盗難や損失の恐れがあるコンピューターを保護するために
デザインされました。新しく利⽤するユーザーのためにより分かりやすくシンプルなサ

許可するか拒否するかを決定するためにユーザーに対する依存性を減らしてより正確に動
作可能にしてくれます。

ファイアウォールはユーザーが簡単にコントロールできるようにしてくれます。最初に実

イレントファイアウォールやスパムメール対策フィルターリングの機能を提供します。
このサイレントファイアウォールやスパムメール対策機能はインターネットセキュリテ
ィ製品のみ搭載されています。avast! インターネットセキュリティ製品にはこれらの機
能の他にスクリプトシールド、仮想Sandbox プロセスやウィルスデータペース更新加

が プ ⾏される際に受信するトラフィックに対する標準プロファイルを3つの中から選択できる
ように聞いてくれます。また、こういう決定も⾃動で処理されるようにできます。後ほど、
選択したネットワークに接続する際に既存で⼊⼒した情報をそのまま利⽤します。ファイ
アウォールを簡単に設定することが可能で、ユーザーの希望に合わせて頻繁に使われるプ

グ ムをホ イトリ ト ブ クリ ト 登録す とが きます また ブ

速機能など、avast!のすべての機能が搭載されたプレミアムセキュリティ製品です。

new! サイレントファイアウォール

avast! サイレントファイアウォールはユーザーのコンピューターのインバウンド及びア
ウトバウンドのトラフィックを統制します。⾃律的な動作のために、⾃動応答を最初現 ログラムをホワイトリスト/ブラックリストに登録することができます。また、Webブラ

ウザーのプロセス、チャットプログラム、MS Officeのような特定のプログラムの実⾏
ファイルを⼀つの論理的なグループ化することができます。

内蔵ファイアウォ ルの最もビジュアル的な構成要素はGeo IPです Geo IPはグロ バ

ウトバウンドのトラフィックを統制します。⾃律的な動作のために、⾃動応答を最初現
に抑えて、もしユーザーの⼊⼒可能な場所からはアプリケーション、ファイルについて
質問をするように設計されました。

内蔵ファイアウォールの最もビジュアル的な構成要素はGeo IPです。Geo IPはグローバ
ルユーザーのコンピューターまでデータパケットがルーティングされるパスをマップで表
現してくれます。

new! アンチスパムフィルター

新しく提供されるアンチスパムフィルター全体スパムを98％以上、フィルターリングする
ことが可能で誤診がほとんどありません。アンチスパムフィルターはユーザーが簡単に構
成し、制御できるような簡単なインターフェースで提供されます。既存の4.8バージョン
ではインターネットメールやOutlook/Exchange プロバイダー、すなわち2つのそれぞれ

通じ 提供 が 新バ 統合のエンジンを通じて提供されましたが、最新バージョンでは⼀つで統合されました。もっ
とも広く利⽤される電⼦メールクライアントソフトウェアであるMS Outlookで利⽤可能
な新しいプラグインが含まれており、これを通じてユーザーはOutlookを安全にご利⽤い
ただけます。また、avast!が提供するホワイト/ブラックリスト以外にもユーザーは独⾃の
固有なホワイト/ブラックリストを作成して保有することができます
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avast! アンチスパム フィルタープロバイダーは⾼精度、低いシステム負荷で実⾏され
ます。どのように送信されたか、評判、コンテンツ及び様々なトリック使⽤の除外を避

た が れぞれ 位置から タ グを⾏ すけるために4つのエンジンがそれぞれの位置からフィルターリングを⾏います。
電⼦メールのIPアドレス、ドメインとURLについてはメールの信頼の評価をスコアであ
ら得られます。アンチスパムフィルタープロバイダーは電⼦メールのフィルターリング
により効果的な機能です。
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avast! 製品別比較

new! アンチウィルス及びスパイウェアエンジン

new! アンチスパム

avast!
無料アンチウィルス

avast!
Pro アンチウィルス

avast!
インターネットセキュリティ

new! サイレントファイアウォール

new! avast! Sandbox 

new! avast! インテリジェンススキャナー

new! サイレント/ゲームモード

new! リアルタイムルートキット保護

improved! スクリプトシールド

ブートタイムスキャナーブートタイムスキャナー

new! ファイルシステムシールド

new! メールシールド

Web シールド

P2P シールド

IMシールド

ネットワークシールド

動作シールド

価格/ライセンス体系 無料 / 家庭、⾮商業⽬的限定 ¥4,000円/１PC ¥ 6,000円/３PCs
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サポートポリシー
avast! 公式Webサイトのサポートメニューから接続いただけます。以下の⽅法を通じ
ていつもテクニカルサポートをご利⽤いただけます

ALWIL Software 会社案内

ALWIL Softwareは1988年コンピュータープログラムに情熱をもった⼆⼈のチェコの科
学者が原点です 現在のavast! アンチウィルスの利⽤者は1億⼈を越えており 会社公ていつもテクニカルサポートをご利⽤いただけます。

● FAQ ページ
● インストールに関するビデオクリップ
● テクニアkるサポートチケット発⾏
● テクニカルサポートフォーラム
● オンラインヘルプ

学者が原点です。現在のavast! アンチウィルスの利⽤者は1億⼈を越えており、会社公
式Webサイトでは年間5億⼈以上の⼈がアクセスしています。また、全世界で広がって
いる列熱な⽀持者が活動するコミュニティーが組織化されています。

ALWILの主な背品はコンピューターセキュリティソフトウェアであるavast! アンチ
ウィルスで家庭ユーザーと企業でウィルス及び悪性プログラムからシステムや情報を保
護するプレミアムウィルス対策製品です。すべてのavast!製品はALWILのIT専⾨家が直● オンラインヘルプ

Virus メニューからは以下の事項について追加的な情報がご確認いただけます。

ITW(In The Wild, 全世界的に2ヶ所以上で実際に発⾒された悪性プログラム)レポート
及び活動明細グラフ

護するプレミアムウィルス対策製品です。すべてのavast!製品はALWILのIT専⾨家が直
接開発しています。もっとも有名な製品はavast! 無料アンチウィルス製品で会社公式
Webサイトだけでなく、有名なダウンロードサイトでもダウンロードすることができま
す。有料製品は会社のWebサイトから直接ダウンロード可能で、世界の各国から購⼊す
ることができます。

最初はチェコスロバキア(チェコ共和国とスロバキア)からスタートしましたが、現在

● 最近7年間のウィルス関連記録
● avast!で保護されてないシステムのためのオンラインスキャナー
● avast!が動作するかを確認するEICAR テスファイル

avast!は全世界的なブランドになっています。フランスとブラジルでは最も有名なセ
キュリティ製品として知られています。avast!はウィルスブルティンのようなIT専⾨期
間のお勧め商品に選定されたり、CNET.comでユーザーが選んだベスト商品に選定され
たりしてavast!に満⾜したユーザーの間で⼝伝で紹介されてユーザーが継続的に増加し
ています。avast! プログラムは世界30ヶ国語に翻訳され提供されており、12⽀社でテ
クニカルサポートを⾏っています。

ALWIL Softwareが最初から追及してきた“コンピューターを安全に保護”しようとする
本来の⽬標は全世界に事業が拡張されても永遠に守ることを約束します。
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avast! 連絡先

連絡先 (製品購⼊、販売パートナー申し込み、質問事項)

購⼊に関するお問い合わせ sales@avastkorea.jp
サポートに関するお問い合わせ support@avastkorea.jp
⼀般的なお問い合わせ info@avastkorea.jp

avast! Korea ⽇本⽀店 (株式会社ソフトメール ⽇本⽀店)

〒550-0002
⼤阪府⼤阪市⻄区江⼾堀2-1-1 
江⼾堀センタービル 9階

T 06-6225-1043T 06-6225-1043
F 06-6225-1048

www.avastkorea.jp

avast!はALWIL Software a.s.の登録された商標です。MicrosoftやWindowsはマイクロソフト コーポレーションから登録された商標です。
その他のブランド及び製品はそれぞれの会社の商標です。
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Copyright c 2010 ALWIL Software a.s. すべての製品情報は告知無しで変更される可能性があります。
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